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■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　今月の強調月間テーマは、新世代です。21−23日の2泊
3日で、道北の第2部区名寄RCホストで、第33回ライラセ
ミナーが開催されます。当クラブからは、新世代委員会の
五十嵐委員長・若月副委員長、企業からご推薦いただいた

4名の若者達が参加する予定です。テーマは、『防災サバイバルプロジ
ェクト−あなたは生き残れるか？絆から連携へ−』。かなり本格的な
プログラムとのことですので、後日の報告が楽しみです。
　このライラセミナーは、14歳から30歳までの青少年に向けた研修
として、1971年から国際ロータリーに認証されたプログラムです。日
本でライラセミナーがスタートしたのは、1976年。2500地区におい
ては、1979年（山川久明PDG）旭川RCがホストを務め、旭川医師会館
を会場に第1回目のライラセミナーを開催しました。その後、各地でラ
イラセミナーが開催され、帯広RCは、2009年清水茂彰会長のもと第
30回ライラセミナーをホストしました。帯広RCのホスト歴は、1982
年第3回ライラセミナーを帯広市児童会館で開催していますので、2
度のホストを経験しています。
　どうぞ皆さんの職場でも大いに若者達と交流いただき、その価値
観を共有し、地域を豊かにするため私達ロータリアンが何をなすべき
か積極的に学び、語っていただきたいと思っています。どうぞよろし
くお願いします。

■プログラム「ポリオに纏わって」	 ロータリー情報委員会
	 進藤　敦史	会員
・ポリオは急性灰白髄炎、小児マヒとも呼ばれています。 
・ポリオは、人から人へ感染します。
　ポリオウイルスが人の口の中に入って、腸の中で増え

ることで感染します。増えたポリオウイルスは、再び便の中に排泄
され、この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感染する
こともありますが、乳幼児がかかることが多い病気です。 

・ポリオウイルスに感染しても、多くの場合、病気としての明らかな
症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができます。

　しかし、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や
足に麻痺があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうことがありま
す。

　麻痺の進行を止めたり、麻痺を回復させるための治療が試みられ
てきましたが、現在、残念ながら特効薬などの確実な治療法はあり
ません。麻痺に対しては、残された機能を最大限に活用するための
リハビリテーションが行われます。 

・95%はまったく無症状の不顕性感染です。
・5%で発熱、咽頭痛、頭痛など風邪と似たような症状があらわれ

ます。
　このうち1〜2%で吐き気、項部硬直、四肢痛を伴う延髄型が見られ
ます。
　ウイルスが脊髄にまで達し、麻痺をきたす麻痺型は感染者の0.1〜
2%といわれています。
　麻痺を起こした患者のうち5〜10%で呼吸筋が麻痺し死亡します。 
BC1580：エジプト王朝の石碑に右脚萎縮の像 
・1840：ドイツで最初の注意深い臨床記述 
・1887：スウェーデンで44名患者を伝染病 
・1931：ポリオには複数の型ありと報告 
・1948：ポリオ3抗原型に分類 
・1949：Endersポリオウイルス培養に成功 
・1952：米大流行（患者57,879名） 

・1953：Salk不活化ワクチン 
・1953：Sabin弱毒生ワクチン 
・1956：ソ連大流行 
・1960：日本大流行（患者5,606名） 
　　　　北海道夕張市1,602名　127名死亡、830名麻痺 
・平成23年の患者数
　　−　パキスタン 198名
　　−　ナイジェリア  62名
　　−　アフガニスタン  80名
　　−　その他12カ国 310名　　計650名
・生ワクチン
　　−　「生ワクチン」は、ポリオウイルスの病原性を弱めてつくった

もので、ポリオに感染したときとほぼ同様の仕組みで強い
免疫が出来ます。免疫をつける力が優れている一方で、まれ
にポリオにかかったときと同じ症状が出ることがあります。 

・不活化ワクチン
　　−　「不活化ワクチン」は、ポリオウイルスを不活化し（＝殺し）、

免疫をつくるのに必要な成分を取り出して病原性を無くし
てつくったものです。ウイルスとしての働きはないので、ポ
リオと同様の症状が出るという副反応はありません。（平成
24年9月1日より使用開始） 

川上　義史	会員
　このたび佐藤幸宏先生から、例会でポリオの話をして
みないかとのお誘いを頂きました。
　私が担当させていただくのはロータリーがどのように
ポリオに関わってきたかという内容です。

　このことに関しては諸先輩の方が詳しいかと思いますが、このたび
勉強させていただいたことをお話ししたいと思います。
　ご指摘等ございましたら宜しくお願いいたします。
　現在、ポリオ撲滅推進計画（GPEI）をすすめている5団体の一つが
我らロータリークラブで、ロータリーには1：国際性、2：粘り気さ、3：
奉仕へコミットメント（関わり）のという3つの特徴があり、特に3：の
奉仕へのコミットメントがあり、それがポリオに対する輝かしい結論
に至ったものと考えます。
　1979年にフィリピンに対するワクチンの寄付を皮切りに、本格的
にRIとしての活動計画を立てて行くのですが、1985年にはカルロス・
カンセコRI会長（当時）がRI創設100年目である2005年までに世界か
らポリオを無くそうという計画をたて、ポリオだけではなく、はしか、
ジフテリア、破傷風、百日咳、結核を含めた感染性疾患を撲滅しよう
と言うポリオ・プラス計画を提唱しました。
　当時、世界の中に125ヵ国あったポリオ常在国がこの計画を推進し
た結果2012年現在、たった3カ国にまで減少しています。
　次に日本のロータリーですが、実はRIに先駆けて1982年に第2580
地区の麹町ロータリークラブが創立15周年事業として南インドにポ
リオワクチンを送り、地元のロータリアンと協力して子供達を守る計
画を立てました。
　素晴らしい社会奉仕プロジェクトであるとRIより評価されていま
す。
　その後日本では1986年から1991年の5年間で募金活動を行い、最
終的には49億円の寄付を集めています。
　ざっと計算すると現在約89,000人のロータリアンが月に¥1,000ず
つの募金を5年間行えば、集まる金額です。
　決して難しいことではないように思われます。
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出席者数 57名

メークアップ 13名

欠席者20名
（出免5名）

出席
報告

8月21日例会　会員総数90名（内免除会員5名）



④帯広東RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月17日（火）午後0時30分
　場　所　UDトラックス道東㈱
⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月19日（木）午後0時30分
　場　所　明治北海道十勝オーバル
⑥帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　9月26日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑦帯広南RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　日　時　9月27日（金）午後5時30分
　場　所　北海道ホテル
　　※尚、9月30日（月）の繰上げ例会と致します。
⑧帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　9月5日（木）午後7時30分
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　日本（国際奉仕委員会）
■委員会報告
・会員推薦のお願い	 石神　美代	会員増強副委員長
　会員推薦資料に推薦者を記入の上、9月11日までにロータリー事務
局宛FAXをお願い致します。
・第1回情報集会の案内	 佐藤　幸宏	ロータリー情報委員長
　テーマ　1：今から20年後の帯広RCについて

　2：帯広RCにとって国内・国外友好クラブ・姉妹クラブは必要・不要？
　平成25年9月9日〜9月22日までに開催してください。
・出席報告	 太田　隆博	出席委員長
9/4例会の報告 会員総数90名　内免除会員6名　出席者数58名
8/21例会の報告 メークアップを含む出席者数70名　出席率81.4%
・ニコニコ献金	 今井　範嗣	親睦活動委員
進藤　敦史 会員
　先日受験いたしました高血圧専門医試験に合格いたしました。あり
がとうございます。本日卓話をさせていただきます。
川上　義史 会員
　本日、ポリオに関するお話をさせていただきます。
大和田三朗 会員
　昨日、9月3日で皆様方の御協力、御助力のおかげで、自院、ウエスト
デンタルクリニック開業20周年を迎える事が出来ました。昨日、当ホ
テルにて、ささやかながらパーティーを開催させて頂き、医師会バン
ドの“ムカキーネ”では、川上会員に、マジックショーでは、五十嵐会員
に御出演頂き、盛会で終わる事が出来ました。本当にありがとうござ
いました。
佐藤　幸宏 会員
　本日の例会を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
■9月誕生日祝

　田中　　弘 会員　T12.9. 2　　　三宅　弘泰 会員　S37.9.22
■9月結婚記念日祝
　森　　武夫 会員　S44.9.15　　　栂安　雅満 会員　S49.9.22
　佐藤　幸宏 会員　S54.9. 5　　　工藤　大輔 会員　H 3.9.23
　三宅　弘泰 会員　S61.9.15　　　三浦　啓徹 会員　H23.9.25
■配偶者様お誕生記念日祝
　西田　康孝 会員
■9月のプログラム予定
9月 8日（日）「家族野遊会」まきばの家 （親睦活動委員会）
 ※9/11の繰上げ例会です。
9月18日（水）「テーブルミーティング」 （会員増強委員会）
9月25日（水）「帯広RAC今年度活動計画」 （新世代奉仕委員会）
 ゲスト：帯広RAC四役

　その寄付金をもとに、非ロータリー国である中国をはじめ、カンボ
ジア、モンゴル、ラオス、ネパール、ベトナム、インド、ミャンマー、バヌ
アツ、パプアニューギニア等に出向き11年にわたってローターアクト
の協力も借りつつ活動を行いました。
　その結果、2012年の時点でポリオ常在国が残すところ3カ国とうい
うところにまで至りました。
　残っている国は、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアです。
　アフガニスタンとパキスタンは、情勢が不安定であること、ナイジ
ェリアでは北部の州でワクチン投与計画が妨害され、活動が思うよう
に進まないことが主な障壁となっていることです。
　また、文化的・宗教的な障壁や撲滅活動員の疲弊もありますが、やは
りコスト効率の悪化と資金不足も問題となっています。
　ポリオ撲滅まで後少しのところまで来ていますので更なる活動の
継続が求められるところです。
　そこでポリオプラス委員会からこのようなお知らせが発表されて
います。
1：クラブとしてポリオ・プラスへの寄付をお願いします。
　1クラブ1,000ドル以上、2750地区全体としては合計90,000ドルを
目標としております。
　ちなみに前年度は6月下旬の時点で未だに寄付を頂いていないクラ
ブが25クラブありました。これをなんとか0にして行きたいと考えて
おります。
2：個人寄付もお願いします。
　ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、ポリオ・プラスへの寄
付もポール・ハリスフェローの対象になります。ですから、例えばあと
少しでポール・ハリスフェローの認証に届く方、そのあと少しをポリオ
へ寄付して下さい。ご寄付頂く時に「ポリオへ寄付」と仰って下さい。
3：クラブ主催のチャリティーイベントの開催をお願いします。
　例えば親睦ゴルフ会、クリスマス例会におけるチャリティーなど規
模の大小、寄付額の額は問いません。
　ポリオ撲滅の意義を会員の皆様へ浸透させるために、又公共への宣
伝にもなるチャリティーイベントの開催をお願い致します。
　地区ポリオ・プラス委員会は出来る限りの後援、お手伝いをさせて
頂きます。
　あと一息のところまで来ているこの計画を是非我々の手で完結し
たいと思います。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①RI第2500地区大会開催のご案内
　日　時　平成25年10月11日（金）〜10月13日（日）
　場　所　釧路市観光国際交流センター　他
　〈大会第1日目〉 ・記念親睦ゴルフ大会  8：00〜13：30
　　　10/11 ・　〃　パークゴルフ大会 13：00〜15：00
 ・RI会長代理・会長・幹事懇談会 16：30〜
　〈大会第2日目〉 ・登録受付  9：00〜
　　　10/12 ・本会議（午前の部） 10：00〜12：00
 ・本会議（午後の部） 13：30〜15：30
 ・基調講演 15：45〜17：15
 ・大会記念大懇親会 18：00〜19：30
　〈大会第3日目〉 ・登録受付  8：30〜
　　　10/13 ・特別記念講演  9：00〜10：30
 ・本会議 10：45〜11：45
　※大会登録料　13,000円（拠出金を含む）
　　ゴルフ大会　 5,000円　　パークゴルフ大会　2,000円
②帯広RC、家族野遊会開催のご案内
　日　時　9月8日（日）午前8時40分（ノースランド東側集合）
　場　所　まきばの家（池田町清見144　℡015-572-6000）
　※尚、9月11日（水）の繰上げ例会と致します。
③帯広西RC、移動例会開催のご案内（家族野遊会）
　日　時　9月8日（日）午前10時30分
　場　所　まきばの家
　※尚、9月5日（木）の繰下げ例会と致します。

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・西田　康孝・伊藤　誠吾・髙橋　猛文
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。


